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Workbench構成ガイド

Workbenchの概要

NetWitness Suite Workbenchサービスを使用すると、Archiverに保存されたオフライン データをリ

ストアしコレクションを作成することができます。コレクションにデータがコピーされ保存されると、

InvestigationおよびReportingから分析できます。  

次の図は、Workbenchを実装する場合のNetWitness Suiteネットワークのアーキテクチャを示し

ています。  
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Workbenchの構成手順

注：NetWitness Suite11.0.0.0は引き続きWorkbenchをサポートしており、データのリストア処理

のためにWorkbenchを構成している場合もありますが、データをリストアするためのベスト  プラク

ティスはArchiverの使用です。データのアーカイブとリストアを構成する手順については、

「Archiver構成ガイド」を参照してください。

ワークフロー

これらはWorkbenchサービスの管理と構成を行うための基本的なステップです。

1. BrokerにWorkbenchサービスをデータ ソースとして追加します( 「BrokerへのWorkbenchサービス 
データ ソースの追加」を参照) 。

2. Reporting EngineにWorkbenchサービスをデータ ソースとして追加します( 「Reporting Engineへ
のWorkbenchデータ ソースの追加」を参照) 。

3. Workbenchサービスでコレクションを管理します( 「コレクションの管理」を参照) 。

4. Workbenchを調査します( 「コレクションの管理」を参照) 。

前提条件

Workbenchサービスを構成する前に次の操作を行う必要があります。

 l ネットワーク内のホストにNetWitness SuiteWorkbenchサービスが追加されていること。( 詳細

は、「Workbenchの概要」を参照) 。
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 l ネットワーク内にNetWitness SuiteWorkbenchホストがインストールされていること。詳細につい

ては、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」を参照してください。

Workbenchサービスを構成する手順は次のとおりです。

 1. BrokerへのWorkbenchサービス データ ソースの追加

 2. Reporting EngineへのWorkbenchデータ ソースの追加

構成が完了したら、「コレクションの管理」に従ってコレクションの作成と管理が行えます。

Workbenchの構成手順 7
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BrokerへのWorkbenchサービス データ ソースの追加

前提条件

Workbenchサービスを追加する前に次の操作を行う必要があります。

 l WorkbenchサービスをArchiverアプライアンスにインストールする。

 l Workbenchサービスにコレクションを追加する。

BrokerにWorkbenchサービスをデータ ソースとして追加するには、次の手順を実行します。

 1. 管理＞［サービス］に移動します。

 2. Brokerサービスを選択し、 ＞［表示］＞［構成］を選択します。

［サービス］の［構成］ビューが表示されます。

 3. 全般タブを選択します。

 4. をクリックし、［使用可能なサービス］を選択します。

［使用可能なサービス］ダイアログが表示されます。
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 5. Workbenchサービスを選択し、［OK］をクリックします。

 6. Workbenchサービスで信頼モデルを使用している場合、選択したサービスに対する［サービ

ス認証］ダイアログが表示されます。

 7. サービスに対する管理者ユーザ名とパスワードを入力して［OK］をクリックします。

［サービスの追加］ダイアログが表示されます。

BrokerへのWorkbenchサービスデータ ソースの追加 9
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 8. サービスに対する管理者ユーザ名とパスワードを入力して［OK］をクリックします。

Workbenchサービスがデータ ソースとしてBrokerに追加され、サービスの集計リストに表示さ

れます。  

注：この手順は、コレクションごとに実行する必要があります。
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Reporting EngineへのWorkbenchデータ ソースの追

加

前提条件

Reportingにデータ ソースとしてWorkbenchを追加する前に、次のタスクを行う必要があります。

 1. Reporting EngineサービスをNetWitness Suite環境に追加していること。

 2. WorkbenchサービスをNetWitness SuiteArchiverホストに追加していること( まだインストール

されていない場合) 。

注：Workbenchコレクションをデータ ソースとしてReporting Engineに追加する場合、信頼関

係接続に依存します。Workbenchで信頼関係接続が確立されていれば、手動で

WorkbenchコレクションをソースとしてReporting Engineに追加する必要があります。

Workbenchデータ ソースをReporting Engineに関連づけるには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドで［Reporting Engine］を選択します。 ［表示］＞［構成］を選択し

ます。

 3. ［ソース］タブに切り換えます。

 4. を選択します。

 5. ［使用可能なサービス］を選択します。［使用可能なサービス］ダイアログでWorkbenchサー

ビスを選択します。

 6. ［OK］をクリックします。

［サービス情報］ダイアログが表示されます。
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 7. ユーザ名とパスワードを入力します。

 l Workbenchサービスが信頼されている場合は必須です。

 l Workbenchサービスが信頼されていない( 手動で追加された) 場合はオプションです。

 8. ［OK］をクリックします。

 9. ［Workbenchからコレクションを追加］ダイアログで、［コレクション］を選択します。

 10. ［OK］をクリックします。

結果

これで、Workbenchによって収集されたデータに関するレポートを作成できます。
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コレクションの管理

管理者はWorkbenchコレクションを作成および削除でき、Workbenchの統計情報とログを表示

できます。このトピックでは、レポート作成と調査のためにコレクションをリストアするための手順と

その例をすべて示します。

 l Archiverディレクトリのマウント

 l コレクションの作成

 l コレクションの削除

 l コレクションの調査

 l Workbenchコレクション統計情報の表示

 l Workbenchログの表示

Archiverディレクトリのマウント

オフライン ストレージまたはCold階層のストレージにデータがある場合は、レポート作成と調査

用にデータをリストアするため、Archiverディレクトリをマウントする必要があります。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドから［Archiver］を選択し、 ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択し

ます。

Archiverの［エクスプローラ］ビューが表示されます

 3. 左側のツリーにあるdatabaseノードを右クリックして、プロパティを選択すると、右側のパネル

にdatabaseのプロパティが表示されます。

 4. 例として、2017年4月1日から2017年4月10日までの時間範囲でmanifestコマンドを実行し

ます。  
検索結果として、選択したクエリに対してリストアする必要のあるすべてのファイルが返され

ます。

コレクションの作成

管理者は、バックアップや既存のデータのセットから、リストアされたデータのコレクションを作成で

きます。

コレクションの管理 13



Workbench構成ガイド

注：データベース ファイルの場所をソース パスに指定すると、リストア コマンドによりこれらのファ

イルがWorkbenchにコピーされます。リストア コレクションを作成する前に、これらのディレクトリ

をArchiver( Workbenchがインストールされている) にマウントしておく必要があります。

バックアップ データまたは既存のデータ サブセットからリストアしたデータを使用してコレクションを

作成するには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューで、Workbench、  を選択し、  ＞  ［表示］＞［構成］をクリックしま

す。

［サービス］の［構成］ビューが表示され、［全般］タブが開きます。

 3. ［コレクション］タブをクリックします。

［コレクション］グリッドが表示されます。

 4. ツールバーの をクリックします。

［リストア コレクション ］ダイアログが表示されます。

14 コレクションの管理
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 5. 次の情報を入力します。

 l 名前： リストアするWorkbenchコレクションの名前です。

 l ソース： Archiverデータベース ファイルをColdストレージから移動した場所です。

注：ターゲットは、コレクションが作成される場所です。

 6. ［保存］をクリックすると、コレクションがリストアされます。

注：リストア コレクションの作成時に指定したソース パスが存在しない場合、次のエラー 
メッセージが表示されます。

The source path does not exist '/xxx/xxx/'.
 
コレクションをリストアするためのストレージが不足している場合、次のエラーが表示されま

す。
Error during disk space checking. Insufficient disk space in 

location '/xxx/xxx'.
 
［スケジュール ジョブ］ダイアログが次のメッセージとともに表示されます。
Restoring data into a new collection. Check the jobs page for 

progress。

 7. NetWitness Suiteツールバーにある［ジョブ］アイコン をクリックして、リストア コレクション 
ジョブのリストを展開して現在のステータスを表示します。

注：550 GBより大きいコレクションをリストアすると、処理に数時間を要することがあります。

コレクションの管理 15
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コレクションの削除

管理者はWorkbenchサービスからコレクションを削除できます。

コレクションを削除するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューから、Workbenchを選択し、 ＞  ［表示］＞［構成］をクリックします。

［サービス］の［構成］ビューが開き、［全般］タブが表示されます。

 3. ［コレクション］タブを選択します。

［コレクション］グリッドが表示されます。

 4. ［コレクション］グリッドで、削除するコレクションを選択します。

16 コレクションの管理
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 5. ツールバーの をクリックします。

警告ダイアログで、確認が要求されます。

 6. コレクションを削除する場合は、［はい］をクリックします。

Workbenchサービスからコレクションが削除されます。

手順例：レポート作成と調査のためにコレクションをリストアする方法

次のステップでは、レポート作成と調査のために、オフライン ストレージまたはCold階層のスト

レージに存在するデータをリストアする方法について説明します。次の例では、2015年4月1日
から2015年4月10日までの範囲のデータをリストアします。

レポート作成と調査のためにデータをリストアするには、次の手順を実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］グリッドから［Archiver］を選択します。

 3.  ＞［表示］＞［エクスプローラ］を選択し、Archiverアプライアンスの［エクスプローラ］

ビューに移動します。

Archiverの［エクスプローラ］ビューが表示されます

 4. 左側のツリーにあるdatabaseノードを右クリックして、プロパティを選択すると、右側のパネル

にdatabaseのプロパティが表示されます。

 5. 2015年4月1日から2015年4月10日までの時間範囲を指定して、manifestコマンドを実行し

ます。

検索結果として、選択したクエリに対してリストアする必要のあるすべてのファイルが返され

ます。

検索の例：

time1="2015-04-01 00:00:00" time2="2015-04-10 00:00:00" 
timeFormat=simple
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 6. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 7. ［サービス］ビューで、Workbenchを選択し、  ＞［表示］＞［構成］をクリックします。

［サービス］の［構成］ビューが表示され、［全般］タブが開きます。

 8. ［コレクション］タブを選択します。

 9. manifestコマンドの出力にリストされているファイルをソース パスとして指定し、リストア コレク

ションを作成します。

18 コレクションの管理
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 10. コレクションを保存します。

コレクションを正常に作成した後に、そのコレクションをレポート作成と調査のために使用で

きます。

コレクションの調査

Workbenchコレクションの調査を行うには、次の手順を実行します。

 1. ［Investigate］を選択します。

［Investigate］ダイアログが表示されます。

 2. ［Investigate］ダイアログの［コレクション］タブをクリックします。

 3. 左側のパネルでWorkbenchサービスを選択します。

 4. 右側のパネルで調査するコレクションを選択します。

 5. ［ナビゲート］をクリックします。

［ナビゲート］ビューが表示され、選択したWorkbenchコレクションに関するデータが表示されま

す。
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注：Investigationの使用方法の詳細については、「調査およびマルウェア解析ガイド」を参照

してください。

Workbenchコレクション統計情報の表示

他のサービスで提供される統計と同じ統計がWorkbenchサービスにも提供されます。［サービス］

の［統計］ビューには、選択したWorkbenchサービスに関連する収集状況およびシステム情報が

表示されます。情報は、［統計］ビュー内の ［Workbench］、［ゲージ］、［タイムライン チャー

ト］、［統計チャート  トレイ］の各セクションに表示されます。［統計チャート  トレイ］には、

Workbenchで利用可能なすべての統計情報が一覧表示されます。  ［統計チャート  トレイ］内

の統計情報は、ゲージまたはタイムライン チャートで表示できます。

Workbench統計情報を表示するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューで、Workbenchを選択し、  ＞  ［表示］＞［統計］をクリックします。

［サービス］の［統計］ビューが表示されます。
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注：Workbench統計情報の詳細については、「ホストおよびサービス スタート  ガイド」を参照

してください。

Workbenchログの表示

Workbenchサービスのログを表示するには、次のステップを実行します。

 1. ［管理］＞［サービス］に移動します。

 2. ［サービス］ビューで、Workbenchを選択し、 ＞  ［表示］＞［ログ］をクリックします。

［サービス］の［ログ］グリッドが表示されます。

注：監査ログの閲覧と構成の詳細については、「システム構成ガイド」のトピック「グローバル

監査ログの構成」を参照してください。
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参考情報

Workbenchの参考トピック：

 l ［サービス］の［構成］ビュー：Workbench

 l ［サービス］の［構成］ビュー：［コレクション］タブ

 l ［サービス］の［構成］ビュー：［全般］タブ
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［サービス］の［構成］ビュー：Workbench
Workbenchの［サービス］の［構成］ビューでは、他のNetWitness Suiteサービスと同じパラメータも

あれば、Workbenchサービスに固有のパラメータもあります。

［サービス］の［構成］ビュー：Workbench( ［管理］＞［サービス］＞Workbenchサービスを選択し、

［表示］＞［構成］を選択) では、Workbenchサービスを構成する方法を提供します。

ワークフロー

これらはWorkbenchサービスの管理と構成をするための基本的なステップです。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 BrokerへのWorkbenchデータ ソー

スの追加

BrokerへのWorkbenchサービス 
データ ソースの追加

管理者 Reporting EngineへのWorkbench

データ ソースの追加

Reporting Engineへの

Workbenchデータ ソースの追加

管理者 *コレクションの作成または削除 コレクションの管理

管理者 *Workbenchの統計情報とログの

表示

コレクションの管理
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ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 Workbenchサービスに接続してい

るアプライアンスに関する構成情

報の表示。

［Applianceサービス構成］タ

ブを選択します。［Appliance
サービス構成］タブは、すべて

のNetWitness Suiteサービス

で同じです。このタブには、

Workbenchサービスに接続し

ているアプライアンスに関する

構成情報が表示されます。

［Applianceサービス構成］タ

ブの詳細については、「ホスト

およびサービス スタート  ガイ

ド」の「［Applianceサービス構

成］タブ」を参照してくださ

い。

*このタスクはここで実行できます。

関連トピック

 l コレクションの管理

 l トラブルシューティング

簡単な説明

Workbenchサービスでは、［構成］ビューに3つのタブと2つのパネルがあります。

 l ［全般］タブ

 l ［収集］タブ

 l ［Applianceサービス構成］タブ

 l ［システム構成］パネル

 l ［Workbench構成］パネル
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1 ［全般］タブでは基本的なWorkbenchサービス構成を管理できます。

2 ［コレクション］タブではWorkbenchサービスのコレクションを管理できます。

3 ［Applianceサービス構成］タブではWorkbenchサービスを構成できます。

4 ［システム構成］パネルは、Workbenchサービスのサービス構成を管理する方法を提供

します。

5 ［Workbench構成］パネルは、Workbenchサービスを開始および停止する方法を提供し

ます。
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［サービス］の［構成］ビュー：［コレクション］タブ

Workbenchサービスの［コレクション］タブは、Workbenchコレクションを管理するために使用されま

す。［コレクション］タブにアクセスするには、［管理］＞［サービス］に移動してWorkbenchサービス

を選択し、［表示］＞［構成］を選択して［コレクション］タブを選択します。

ワークフロー

これらはWorkbenchサービスの管理と構成をするための基本的なステップです。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと ドキュメント

管理者 *Workbenchコレクションの作成とリ

ストア。

コレクションの管理

 

管理者 *Workbenchログとコレクション統

計情報の表示。

コレクションの管理
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ロール 実行したいこと ドキュメント

管理者 Workbenchサービスに接続してい

るアプライアンスに関する構成情

報の表示。

［Applianceサービス構成］タ

ブを選択します。［Appliance
サービス構成］タブは、すべて

のNetWitness Suiteサービス

で同じです。このタブには、

Workbenchサービスに接続し

ているアプライアンスに関する

構成情報が表示されます。

［Applianceサービス構成］タ

ブの詳細については、「ホスト

およびサービス スタート  ガイ

ド」の「［Applianceサービス構

成］タブ」を参照してくださ

い。

*このタスクはここで実行できます。

関連トピック

 l コレクションの管理

簡単な説明

［コレクション］タブには、ツールバーのほか、Workbenchコレクションの関連情報が表示されたグ

リッドがあります。

次の図は、［コレクション］グリッドの例です。
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1 リストア コレクションのステータス：

 l データをリストア中：データのリストアが進行中です。

 l クローズ：データがリストアされました。

 l 開いています：データのインデックス作成中です。

 l 利用可能：インデックス作成が完了しました。

 l クローズしています：コレクションを閉じています。

2 名前：コレクションの名前。

3 サイズ：コレクション サイズ。

4 データ タイプ：ログ。

5 日付の範囲：コレクションがリストアされる日付の範囲を示します。

6 所有者：コレクションの作成者を表示します。

7 作成日：コレクションが作成された日付を表示します。

8 説明：リストア コレクションの説明。

9 利用可能ストレージ インジケータ：空きディスク領域をギガバイト ( GB) 単位で表示しま

す。Workbenchでは、リストア コレクションを作成するときに、空きスペースが十分にあるか

を検証します。

ツールバー

これは、ツールバーのオプションです。

パラメータ 説明

新しいリストア コレクションを作成します。

選択されたWorkbenchコレクションを削除します。

［開く］と［閉じる］：リストア コレクション

のステータスを参照してください。

開く：コレクションを調査とレポート作成に利用できる

ようにします。

閉じる：リソースは保持したまま、コレクションを調査

とレポート作成に利用できないようにします。

Workbenchコレクションのリストを更新します。
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［サービス］の［構成］ビュー：［全般］タブ

Workbenchサービスの［全般］タブでは基本的なサービス構成を管理できます。［全般］タブにア

クセスするには、［管理］＞［サービス］に移動し、サービスを選択してから、 ＞［表示］＞

［構成］を選択します。

ワークフロー

これらはWorkbenchサービスの管理と構成をするための基本的なステップです。

実行したいことは何ですか?

ロール 実行したいこと 方法を確認する...

管理者 Workbenchサービス コレクションの

作成とリストア。

コレクションの管理

管理者 Workbenchログとコレクション統計

情報の表示。

 コレクションの管理

管理者 Workbenchコレクションの処理。  コレクションの管理

関連トピック

 l  Workbenchの構成手順

簡単な説明

［全般］タブには次の2つのパネルがあります。
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 l システム構成

 l Workbenchの構成

次の図は、［パッケージ］タブの例です。

［システム構成］パネル

［システム構成］パネルには、Workbenchサービスの構成パラメータが表示されます。次の表は、

システム構成パネルの機能について説明しています。

パラメータ 説明

Compression 正の値が設定されている場合、メッセージが圧縮される分岐点となる最小バ

イト数を表示します。0の場合、メッセージは圧縮されません。変更は、次回

の接続時に反映されます。

Port このサービスがリスンする暗号化されていないポート。0は無効を意味します。

サービスを再起動すると変更が有効になります。

SSL FIPS 

Mode

OpenSSLライブラリがFIPSモードになるかどうかを指定します。サービスを再起

動すると変更が有効になります。

SSL Port このサービスがリスンするSSLポートです。0は無効を意味します。サービスを再

起動すると変更が有効になります。
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パラメータ 説明

Stat Update 

Interval

システムが統計ノードを更新する頻度( ミリ秒単位) を指定します。変更は即

座に有効になります。

Threads 着信リクエストを処理するスレッド  プール内のスレッド数。変更は即座に有効

になります。

［Workbench構成］パネル

Workbenchの［Workbench構成］パネルには、Workbenchコレクションの構成パラメータが表示さ

れます。次の表で［Workbench構成］パネルの機能について説明します。

パラメータ 説明

Collection Timeout アイドル状態のコレクションを自動的に閉じるまで

の秒数。

Max Open 

Collections

一度に開くことのできるコレクションの最大数。0に

設定すると、この制限がなくなります。

適用 パネルで変更された構成を更新します。
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トラブルシューティング

NetWitness Suiteは、ポップアップ通知を使用してユーザに問題を通知します。

NetWitness Suite Workbenchは、次の表で説明されているとおり、以下のタイプのエラー メッ

セージを返します。

問題 考えられる原因 解決策

NetWitne

ss Suite

ユーザ イ

ンターフェ

イスの［管

理］ペー

ジから

Workben

chサービ

スに接続

できな

い。

NetWitness Suiteサービスが実行されて

いません。

NetWitness Suiteサービスが実行され

ていることを確認します。NetWitness
サーバにログインし、次のコマンドを実

行します。

status nwworkbench 

ファイアウォールのルールで、50007、
50607、50107からの接続を許可する

必要があります。

次のコマンドを実行して接続を確認

します。

service iptables status

RESTを起動できることを確認します。

アプライアンスで、次のコマンドを実行

します。

https://<IPAddress>:50107 
service

RESTサービスを起動できた場合、ア

プライアンスに問題がないことが確認

できます。次の手順に従って、

NetWitness Suite側をさらに調査しま

す。

 l デバッグ モードを有効化し、次の

場所にあるsa.logにエラーが報告さ

れていないか監視します。

/var/lib/netwitness/uax/lo
gs 

 l Chromeでショートカット  キー

Ctrl+Shift+Iを使用して開発

ツールを有効化し、リクエストのプレ

ビューと応答を検証します。  
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問題 考えられる原因 解決策

SSLモー

ドで実行

中の

Workben

chアプラ

イアンス

用の

［Applian

ceサービ

ス構成］

タブを表

示できな

い。

 アプライアンス サービスでSSLを有効

化し、アプライアンス サービスを再開し

ます。  
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問題 考えられる原因 解決策

Workben

chコレク

ションでレ

ポートを

作成する

ためにメタ

をロードし

ようとする

と、次の

エラー メッ

セージが

表示され

る。

「Unable 

to fetch 

schema 

from 

data 

source 

when 

trying to 

load 

meta.」

 NetWitness Suiteユーザ インターフェイ

スのルール ライブラリからアプライアンス

用のメタをロードし、次の場所にある

Reporting Engineのログにエラーがない

かどうか監視します。

/home/rsasoc/rsa/soc/reportin
g- 
 engine/logs 

デバイスでRESTを起動し、次のクエリ

を実行した時にエラーが発生しないか

どうか監視します。

/sdk?msg=language&force-
content-
type=text/plain&expiry=600&si
ze=10 
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問題 考えられる原因 解決策

Reportin

g Engine

経由で

NetWitn

ess Suite

ユーザ イ

ンタフェー

スからクエ

リを実行

しても、

結果が表

示されな

い。

 Reporting Engineでクエリを実行し、

データ ソースで/var/log/messages
を監視します。データ ソースに一致す

るクエリを探します。

ヒント：ログ ファイルで[SDK-Query]を
検索します。

クエリをそのままコピーし、REST SDK
から実行して、何らかの結果が得られ

るかどうかを確認します。

REST Query: 

/sdk?msg=query&force-

contenttype=text/plain&expiry

= 

600&query=select%20user.dst&s

ize=10

Workben

chの［コレ

クション］

タブにある

Workben

chの［使

用可能］

ストレージ 

インジ

ケータが

不正確で

ある。

 

ユーザ インタフェースの［使用可能］スト

レージ インジケータに、次のようなデフォ

ルトのコレクションのディレクトリが表示さ

れています。

/VAR/NETWITNESS/WORKBENCH/COLL

ECTIONS

なし。
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問題 考えられる原因 解決策

既存のコ

レクション

を開いた

後に、

新しいコ

レクション

を開くこと

ができな

い。

Workbenchの構成で、「Max Open 

Collections」がデフォルトで25に設定され

ています。この構成は、同時に開くこと

ができるコレクションの数を指定します。

この数字は変更できます。値が0の場

合、開くことができるコレクション数は

無制限になります。

利用可

能状態に

なったコレ

クションを

開くことが

できた

が、

しばらくす

ると、その

コレクショ

ン

が自動的

にクロー

ズ状態に

なる。

Workbenchの構成で、

「collection.timeout」がデフォルトで1200
に設定されています。

この構成は、アイドル状態のコレクション

が自動的に閉じられるまでの秒数を指

定します。タイムアウトが発生するまでの

設定可能な最長時間は86,400秒( 24
時間) です。

値が0の場合、タイムアウトが無効化

されます。
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問題 考えられる原因 解決策

/databa

se 

manifes

tコマンド

を使用し

て時間範

囲をクエリ

すると、

空白の結

果が返さ

れる。

空白の結果は、時間範囲に使用でき

るNWDBファイルがないことを示していま

す。

なし。

コレクショ

ンを作成

したが、コ

レクション

の状態が

［ジョブ］

に表示さ

れない。

また、コレ

クションが

Workben

chの［コレ

クション］

タブに表

示されな

い。

モードが混在した環境で作業している

可能性があります( バージョン10.4.xの

Workbenchで、バージョン10.5の

NetWitness Suiteユーザ インターフェイス

からコレクションを作成するなど) 。

ページを再ロードすると、コレクションが

Workbenchの［コレクション］タブに表示

されます。
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問題 考えられる原因 解決策

コレクショ

ンの［日

付範囲］

および

［作成

日］の値

が空白に

なってい

る。

［日付範囲］および［作成日］の値は、

すべてのコレクションで空白になります。

［日付範囲］および［作成日］の値

は、10.5にアップグレードすると表示さ

れるようになります。  

Workben

chコレク

ションを

データ

ソースとし

て

Reportin

g Engine

に追加す

る動作が

一貫して

いない。

この動作は、信頼できる接続が確立さ

れているかどうかによって変わります。

Workbenchサービスで信頼できる接続

が確立されている場合、Workbenchコ
レクションをソースとしてReporting 
Engineに手動で追加する必要があり

ます。

Workbenchリストア コレクションが作成

されたときに、Workbenchサービスで信

頼できる接続が確立されていない場

合、自動的にメッセージがReporting 
Engineに送信され、このコレクションが

ソースとしてReporting Engineに追加さ

れます。
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問題 考えられる原因 解決策

コレクショ

ンの属性

( サイズ、

日付範

囲、作成

日) が表

示されな

い。

リストアの処理中にJettyサービスを再起

動すると、日付範囲は表示されませ

ん。

［エクスプローラ］ビューで作成されたリス

トア コレクションでは、［日付範囲］の値

は空白です。

バージョン10.4のWorkbenchで作成され

たコレクションは、10.5にアップグレードす

ると、［日付範囲］および［作成日］の値

が空白になります。

モードが混在している環境( サーバの

バージョンが10.5NetWitnessサーバで、

Workbenchのバージョンが10.4.x) では、

サイズ、日付範囲、作成日が表示され

ません。

なし。

Workben

chコレク

ションでド

リル ダウ

ンすると、

例外また

は空白

ページが

表示され

る。

コレクション タイムアウトを超過すると、コ

レクションは閉じられます。

コレクションを最初から調査します。

空白のコ

レクション

が作成さ

れる。

リストアが失敗すると、空のコレクションが

表示されます。これは、コレクションの作

成中にWorkbenchサービスを再起動し

たためです。

なし。
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問題 考えられる原因 解決策

サービス

が突然

シャットダ

ウンする。

 コマンド  ラインからサービスを実行し、

エラーが発生しないか監視します。

例：Workbenchでサーバ コンソール

/usr/sbin/NwWorkbenchから次のコ

マンドを実行します。  

/usr/sbin/NwWorkbench

RESTリク

エストが

拒否され

ました。

 /rest/config/にある

user.agent.whitelistの構成を確認しま

す。

空白でない場合、有効なHTTPユー

ザ エージェントに一致する正規表現

を指定する必要があります。正規表

現が一致しない場合、すべてのREST
リクエストは拒否されます( 例外の可

能性については

allow.missing.user.agentを参照) 。空
白の場合、すべてのリクエストが許可

されます。

Rawメタ

を使用し

たクエリを

実行する

と、

［Raw］

フィールド

に空白値

が返され

る。

 適切な

packet dbがあることを確認します。
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